
【押印を継続する手続名・様式等：その１】

手続名、様式等 根拠規定 担当課

1 入札関係・使用印鑑届 ※根拠規定なし 総務課

2 入札関係・委任状 ※根拠規定なし 総務課

3 （様式８）入札辞退届 香美町入札契約事務執行要領 総務課

4 （様式９―１）工事請負入札書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

5 （様式９―２）委託業務入札書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

6 （様式９―３）物品入札書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

7 （様式１０）委任状 香美町入札契約事務執行要領 総務課

8 （様式１２―１）工事請負書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

9 （様式１２―２）業務受託書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

10 （様式１２―３）物品納入請書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

11 （様式１５―１）工事請負変更契約書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

12 （様式１５―２）委託変更契約書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

13 （様式１５―３）物品購入変更契約書 香美町入札契約事務執行要領 総務課

14 （様式第２号）現場指示書（指示控）【請負者、現場代理人欄】 香美町請負工事監督要領 総務課

15 （様式第１号別紙１）○○建設共同企業体協定書【会社押印欄】 香美町建設工事に係る共同企業体取扱要綱 総務課

16 （様式第１号別紙２）誓約書【代表者、構成員】 香美町建設工事に係る共同企業体取扱要綱 総務課

17 （様式第１号別紙３）○○建設共同企業体協定書第８条に基づく協定書【代表者、構成員】 香美町建設工事に係る共同企業体取扱要綱 総務課

18 （様式第２号）住宅改造工事承諾書 香美町高齢者等住宅改造助成事業補助金交付要綱 福祉課

19 1 （様式第５号）災害援護資金借用書 災害弔慰金等の支給等に関する条例施行規則 福祉課

20 （様式第４号）住宅改修資金等貸付／契約書 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

21 （様式第４号）住宅改修資金等貸付／契約書【連帯保証人欄】 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

22 1 （様式第８号）住宅改修資金等貸付／抵当権設定契約 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

22 2 （様式第８号）住宅改修資金等貸付／抵当権設定契約【連帯保証人欄】 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

23 1 香美町地域包括支援センター／介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント事業契約書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 福祉課

23 2 香美町地域包括支援センター／介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント事業契約書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 福祉課

24 1 （様式第６号）香美町畜産振興貸付基金借用書【借入者欄】 香美町畜産振興貸付基金条例施行規則 農林水産課

24 2 （様式第６号）香美町畜産振興貸付基金借用書【連帯保証人欄】上段 香美町畜産振興貸付基金条例施行規則 農林水産課

24 3 （様式第６号）香美町畜産振興貸付基金借用書【連帯保証人欄】下段 香美町畜産振興貸付基金条例施行規則 農林水産課

25 （様式第２号）環境対策育林事業地管理協定書 香美町環境対策育林事業補助金交付要綱 農林水産課

26 （様式第４号）町営住宅/請書 香美町営住宅管理規則 建設課
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【押印を継続する手続名・様式等：その１】

手続名、様式等 根拠規定 担当課

27 （様式第４号）特定公共賃貸住宅/請書等 香美町特定公共賃貸住宅管理規則 建設課

28 （様式第２－２号）町営住宅優先入居/請書 香美町営住宅優先入居に関する取扱要綱 建設課

29 （様式第２６号）支出負担行為兼支出決定書【受取欄】 香美町財務規則 会計課

30 （様式第２７号）支出決定書【受取欄】 香美町財務規則 会計課

31 2 （様式第３５号）保管有価証券預書【受取人欄】 香美町財務規則 会計課

32 請願書の記載事項 香美町議会会議規則第89条第1項 議会事務局

33 1 （様式第１０号）医師修学資金／借用総額確認書【本人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

33 2 （様式第１０号）医師修学資金／借用総額確認書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

34 1 （様式第１１号）医師修学資金／返還明細書【本人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

34 2 （様式第１１号）医師修学資金／返還明細書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

35 1 （様式第３０号）医師修学一時資金／貸与契約書【被貸与者氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

35 2 （様式第３０号）医師修学一時資金／貸与契約書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

36 1 （様式第３４号）医師修学一時資金／返還明細書【本人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

36 2 （様式第３４号）医師修学一時資金／返還明細書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

37 1 （様式第３５号）医師修学一時資金／返還方法変更申請書【本人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

37 2 （様式第３５号）医師修学一時資金／返還方法変更申請書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

38 1 （様式第３７号）医師修学一時資金／一括返還明細書【本人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

38 2 （様式第３７号）医師修学一時資金／一括返還明細書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

39 （様式第３８号）医師修学一時資金／返還額確認書【被貸与者氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 香住病院

40 1 （様式第１２号）医療技術者修学資金／借用証書【本人氏名欄】 香美町医療技術者修学資金貸与規則 香住病院

40 2 （様式第１２号）医療技術者修学資金／借用証書【連帯保証人氏名欄】 香美町医療技術者修学資金貸与規則 香住病院

41 1 介護老人保健施設／入所サービス利用契約書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

41 2 介護老人保健施設／入所サービス利用契約書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

41 3 介護老人保健施設／入所サービス利用契約書【身元引受人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

42 1 介護老人保健施設／短期入所療養介護ｻｰﾋﾞｽ利用契約書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

42 2 介護老人保健施設／短期入所療養介護ｻｰﾋﾞｽ利用契約書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

42 3 介護老人保健施設／短期入所療養介護ｻｰﾋﾞｽ利用契約書【身元引受人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

43 1 介護老人保健施設／通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ利用契約書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

43 2 介護老人保健施設／通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ利用契約書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

43 3 介護老人保健施設／通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ利用契約書【身元引受人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院
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【押印を継続する手続名・様式等：その１】

手続名、様式等 根拠規定 担当課

44 1 介護老人保健施設／指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ短期入所利用契約書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

44 2 介護老人保健施設／指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ短期入所利用契約書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

44 3 介護老人保健施設／指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ短期入所利用契約書【身元引受人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

45 1 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／訪問看護ｻｰﾋﾞｽ重要事項説明書【本人氏名欄】 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第８条 香住病院

45 2 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／訪問看護ｻｰﾋﾞｽ重要事項説明書【代理人氏名欄】 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第８条 香住病院

45 3 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／訪問看護ｻｰﾋﾞｽ重要事項説明書【署名代行者氏名欄】 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第８条 香住病院

46 1 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／訪問看護ｻｰﾋﾞｽ事業契約書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

46 2 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／訪問看護ｻｰﾋﾞｽ事業契約書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

46 3 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／訪問看護ｻｰﾋﾞｽ事業契約書【署名代行者氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

47 1 居宅介護支援事業／居宅介護支援契約書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

47 2 居宅介護支援事業／居宅介護支援契約書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 香住病院

48 （様式第４号）歴史文化遺産活性化事業資金貸付／借用書 歴史文化遺産活性化事業資金貸付要綱 生涯学習課
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【押印を継続する手続名・様式等：その２】※押印について、廃止を含めた検討を継続するもの

手続名、様式等 根拠規定 担当課

1 1 認可地縁団体印鑑登録申請書（申請代表者印） 自治省行政局長通知「認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領」 総務課

1 2 認可地縁団体印鑑登録申請書（登録印） 自治省行政局長通知「認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領」 総務課

2 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 自治省行政局長通知「認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領」 総務課

3 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 自治省行政局長通知「認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領」 総務課

4 行政財産使用許可申請用誓約書 ※根拠規定なし 総務課

5 行政財産貸付申込用誓約書 ※根拠規定なし 総務課

6 町有財産貸付申込用誓約書 ※根拠規定なし 総務課

7 （別記様式）地方税関係情報照同意書
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の規定により地方税関係情
報を照会する場合の同意書及び対象事務を定める規程

総務課

8 （別記様式）補助金等支給申請/香美町区等集会所整備事業負担金納付等承諾書 香美町区等集会所整備事業実施要綱 企画課

9 （様式第９号）香美町空き家情報登録制度「空き家バンク」誓約書 香美町空き家情報登録制度「空き家バンク」実施要綱 企画課

10 （様式第２号）香美町空き家利活用促進支援（お試し住宅利用）事業所有者承諾書 香美町空き家利活用促進支援（お試し住宅利用）補助金交付要綱 企画課

11 2 （様式第１号）香美町住宅改修費助成金交付申請書【同意欄】 香美町住宅改修費助成金交付要綱 企画課

12 （様式第３号）香美町住宅改修費助成金【所有者同意書】 香美町住宅改修費助成金交付要綱 企画課

13 2 （様式第１号）香美町住宅取得奨励金交付申請書【税照会等同意欄】 香美町住宅取得奨励金交付要綱 企画課

14 2 （別記様式）香美町移住促進支援補助金交付申請書【職員証明欄】 香美町移住促進支援補助金交付要綱 企画課

15 （参考書式１）香美町移住体験施設開設支援補助金町税等納付状況確認同意書 香美町移住体験施設開設支援補助金交付要綱 企画課

16 1 （参考書式２）香美町移住体験施設開設支援補助金賃借物件改修承諾依頼・承諾【依頼欄】 香美町移住体験施設開設支援補助金交付要綱 企画課

16 2 （参考書式２）香美町移住体験施設開設支援補助金賃借物件改修承諾依頼・承諾【承諾欄】 香美町移住体験施設開設支援補助金交付要綱 企画課

17 （様式第２号その１）就業証明書（移住支援金の申請用） 移住支援金交付要綱 企画課

18 （様式第２号その２）就業証明書（移住支援金の申請用） 移住支援金交付要綱 企画課

19 （様式第２号）誓約書 香美町防災士資格取得助成金交付要綱 防災安全課

20 （様式第２号）設置同意書 香美町防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与手続き要綱 防災安全課

21 2 （様式第１号）香美町自動通話録音機購入費補助金交付申請書【同意欄】 香美町自動通話録音機購入費補助金交付要綱 町民課

22 2 （様式第７号）福祉医療/医療費受給者証交付・更新申請書【委任、同意欄】 香美町福祉医療費助成条例施行規則 健康課

23 2 （様式第２号）高齢重度障害者医療/医療費受給者証交付・更新申請書【委任、同意欄】 香美町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱 健康課

24 2 （様式第２号）こども医療/医療費受給者証交付・更新申請書【委任、同意欄】 香美町こども医療費助成事業実施要綱 健康課

25 （様式第２号）特定不妊治療費助成事業/特定不妊治療受診等証明書 特定不妊治療費助成事業実施要綱 健康課

26 （様式第２号）一般不妊治療費助成事業/一般不妊治療受診等証明書 一般不妊治療費助成事業実施要綱 健康課

27 （様式第２号）不育症治療費助成事業／受診等証明書 香美町不育症治療費助成事業実施要綱 健康課

28 （様式第３号）不育症治療費助成事業／受診等証明書（薬局用） 香美町不育症治療費助成事業実施要綱 健康課

29 国民健康保険/同意書 ※根拠規定なし 健康課

30 国民健康保険/誓約書 ※根拠規定なし 健康課

31 配食サービス事業／同意書 ※根拠規定なし 福祉課

整理番号
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【押印を継続する手続名・様式等：その２】※押印について、廃止を含めた検討を継続するもの

手続名、様式等 根拠規定 担当課

32 （様式２号）外出支援サービス事業／同意書 香美町外出支援サービス実施要綱 福祉課

33 （様式２号）高齢者等介護タクシー利用給付事業／同意書 香美町高齢者等介護タクシー利用給付事業実施要綱 福祉課

34 2 認知症SOSネットワーク事業事前登録申請書【申請者及び代筆者同意欄】 ※根拠規定なし 福祉課

35 （様式第２号）障害者介護職員確保対策事業（就労者）／雇用証明書 香美町障害者介護職員確保対策事業（就労者）助成金交付要綱 福祉課

36 （様式第２号）障害者訪問入浴サービス事業／医師の証明書 香美町訪問入浴サービス事業実施要綱 福祉課

37 （様式２号）サポートファイル情報提供同意書 香美町サポートファイル作成等実施要綱 福祉課

38 （様式３号）サポートファイル活用同意書 香美町サポートファイル作成等実施要綱 福祉課

39 （様式５号）老人福祉施設入所措置/入所受託(不承諾)書 香美町老人福祉法による老人福祉施設入所措置等に関する規則 福祉課

40 （様式６号）老人福祉施設入所措置/養護受託(不承諾)書 香美町老人福祉法による老人福祉施設入所措置等に関する規則 福祉課

42 （様式第２号）介護職員確保対策事業（就労者）助成金/雇用証明 香美町介護職員確保対策事業（就労者）助成金交付要綱 福祉課

43 （様式第２号）介護職員確保対策事業（Ｉ・Ｕターン就労者）助成金/雇用証明書 香美町介護職員確保対策事業（Ｉ・Ｕターン就労者）助成金交付要綱 福祉課

44 2 （様式第２号）災害弔慰金等の支給／災害援護資金借入申込書【連帯保証人欄】 災害弔慰金等の支給等に関する条例施行規則 福祉課

45 2 （様式第５号）災害弔慰金等の支給／災害援護資金借用書【保証人欄】 災害弔慰金等の支給等に関する条例施行規則 福祉課

46 2 （様式第７号）災害弔慰金等の支給／災害援護資金償還金支払猶予申請書【連帯保証人欄】 災害弔慰金等の支給等に関する条例施行規則 福祉課

47 2 （様式第１０号）災害弔慰金等の支給／災害援護資金違約金支払免除申請書【連帯保証人欄】 災害弔慰金等の支給等に関する条例施行規則 福祉課

48 2 （様式第１６号）災害弔慰金等の支給／災害援護資金氏名等変更届【連帯保証人欄】 災害弔慰金等の支給等に関する条例施行規則 福祉課

49 2 （様式第１号）住宅改修資金等貸付／借入申込書【家主承諾書】 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

49 3 （様式第１号）住宅改修資金等貸付／借入申込書【連帯保証人承諾書】 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

50 2 （様式第５号）住宅改修資金等貸付／住宅改修資金等支払猶予（免除）申請書【連帯保証人欄】 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

51 1 （様式第９号）住宅改修資金等貸付／連帯保証人変更届 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

51 2 （様式第９号）住宅改修資金等貸付／連帯保証人変更届【連帯保証人欄】 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

52 （様式第１０号）住宅改修資金等貸付／違約金免除申請書【連帯保証人欄】 住宅改修資金等貸付規則の実施規程 福祉課

53 1 （様式第２号）避難行動要支援者情報提供に関する同意・不同意確認書【本人欄】 避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則 福祉課

53 2 （様式第２号）避難行動要支援者情報提供に関する同意・不同意確認書【代理人欄】 避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則 福祉課

54 1 香美町地域包括支援ｾﾝﾀｰ／介護予防支援及び介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ契約における個人情報使用同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 福祉課

54 2 香美町地域包括支援ｾﾝﾀｰ／介護予防支援及び介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ契約における個人情報使用同意書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 福祉課

54 3 香美町地域包括支援ｾﾝﾀｰ／介護予防支援及び介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ契約における個人情報使用同意書【利用者氏名欄】 ※根拠規定なし 福祉課

55 香美町地域包括支援センター／要援護者利用者基本情報個人情報使用同意欄【利用者氏名欄】 ※根拠規定なし 福祉課

56 2 （様式第１号）農業委員会委員推薦申込書（個人用）【被推薦者同意欄】 香美町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則 農林水産課

57 2 （様式第２号）農業委員会委員推薦申込書（団体用）【被推薦者同意欄】 香美町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則 農林水産課

58 2 （様式第１号）農地利用最適化推進委員／推薦申込書（個人用）【被推薦者同意欄】 香美町農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則 農林水産課

59 2 （様式第２号）農地利用最適化推進委員／推薦申込書（団体用）【被推薦者同意欄】 香美町農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則 農林水産課

整理番号

5/9



【押印を継続する手続名・様式等：その２】※押印について、廃止を含めた検討を継続するもの

手続名、様式等 根拠規定 担当課

60 （様式第３号）（卸売業務入場許可）誓約書 香美町立香住地方卸売市場管理規則 農林水産課

61 （様式第８号）（市場施設使用）誓約書 香美町立香住地方卸売市場管理規則 農林水産課

62 2 （様式第４号）香美町畜産振興貸付基金借入申込書【連帯保証人欄】上段 香美町畜産振興貸付基金条例施行規則 農林水産課

62 3 （様式第４号）香美町畜産振興貸付基金借入申込書【連帯保証人欄】下段 香美町畜産振興貸付基金条例施行規則 農林水産課

63 3 （様式第１号）香美町漁業近代化資金利子補給対象者認定申請書【組合経由確認欄】 香美町漁業近代化資金利子補給要綱 農林水産課

63 4 （様式第１号）香美町漁業近代化資金利子補給対象者認定申請書【融資機関経由確認欄】 香美町漁業近代化資金利子補給要綱 農林水産課

64 2 （様式第３号）香美町漁業近代化資金利子補給金交付請求書【組合経由確認欄】 香美町漁業近代化資金利子補給要綱 農林水産課

64 3 （様式第３号）香美町漁業近代化資金利子補給金交付請求書【融資機関経由確認欄】 香美町漁業近代化資金利子補給要綱 農林水産課

65 2 （様式第１号）香美町水産加工業振興資金借入申込書【融資機関受付印】 香美町水産加工業振興資金利子補給要綱 農林水産課

65 3 （様式第１号）香美町水産加工業振興資金借入申込書【香美町承認印】 香美町水産加工業振興資金利子補給要綱 農林水産課

66 2 （様式第１号）香美町豊かな海づくり資金（災害資金・特定）借入申込書【融資機関受付印】 香美町豊かな海づくり資金利子補給要綱 農林水産課

66 3 （様式第１号）香美町豊かな海づくり資金（災害資金・特定）借入申込書【香美町承認印】 香美町豊かな海づくり資金利子補給要綱 農林水産課

67 2 （様式第１号）漁業経営安定化資金利子補給認定申請書【組合経由確認印】 漁業経営安定化資金利子補給要綱 農林水産課

67 3 （様式第１号）漁業経営安定化資金利子補給認定申請書【融資機関経由確認印】 漁業経営安定化資金利子補給要綱 農林水産課

68 2 （様式第１号）水産加工業経営安定化資金利子補給認定申請書【組合経由確認印】 水産加工業経営安定化資金利子補給要綱 農林水産課

68 3 （様式第１号）水産加工業経営安定化資金利子補給認定申請書【融資機関経由確認印】 水産加工業経営安定化資金利子補給要綱 農林水産課

69 2 （様式第１号）中小企業振興資金融資申込/融資申込書【金融機関承認欄】 香美町中小企業振興資金融資要綱 観光商工課

70 2 （様式第１号）地域内経済循環促進事業（住宅リフォーム助成）補助申請/交付申請書【調査同意欄】 地域内経済循環促進事業（住宅リフォーム助成）補助金交付要綱 観光商工課

71 2 （様式第１号）暖冬対策支援融資利子補給金申請/交付申請書【金融機関確認欄】 暖冬対策支援融資利子補給金交付要綱 観光商工課

72 2 （様式第１号）社員住宅改修費補助申請/交付申請書【調査同意欄】 香美町社員住宅改修費補助金交付要綱 観光商工課

73 （様式第３号）社員住宅改修費補助申請/工事施行同意書【所有者同意】 香美町社員住宅改修費補助金交付要綱 観光商工課

74 1 （様式第８号）社員住宅改修費補助申請/住民登録確認同意書【従業員同意】 香美町社員住宅改修費補助金交付要綱 観光商工課

74 2 （様式第８号）社員住宅改修費補助申請/住民登録確認同意書【従業員名簿欄】 香美町社員住宅改修費補助金交付要綱 観光商工課

75 （様式第４号）設備導入支援事業補助申請/設備更新の承諾書・施行同意書【所有者同意】 香美町設備導入支援事業補助金交付要綱 観光商工課

76 2 （様式第１）号令和元年度暖冬対策支援融資利子補給申請/交付申請書【金融機関同意欄】 香美町令和元年度暖冬対策支援融資利子補給金交付要綱 観光商工課

77 2 （様式第１号）新型コロナウイルス感染症経済支援融資緊急利子補給申請/交付申請書【金融機関確認欄】 香美町新型コロナウイルス感染症経済支援融資緊急利子補給金交付要綱 観光商工課

78 （様式第８号）周遊型観光バスツアー等補助申請/宿泊証明書【宿泊施設証明欄】 周遊型観光バスツアー等補助金 観光商工課

79 1 （様式第２－２号）町営住宅/誓約書 香美町営住宅管理規則 建設課

79 2 （様式第２－２号）町営住宅/誓約書【親族誓約】 香美町営住宅管理規則 建設課

80 1 （様式第３号）町営住宅/婚約証明書 香美町営住宅管理規則 建設課

80 2 （様式第３号）町営住宅/婚約証明書【媒酌人証明欄】 香美町営住宅管理規則 建設課

81 1 （様式第５号）町営住宅/連帯保証人変更承認申請書 香美町営住宅管理規則 建設課

81 2 （様式第５号）町営住宅/連帯保証人変更承認申請書【新旧連帯保証人欄】 香美町営住宅管理規則 建設課
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【押印を継続する手続名・様式等：その２】※押印について、廃止を含めた検討を継続するもの

手続名、様式等 根拠規定 担当課

82 2 （様式第１３号）町営住宅/家賃減免（徴収猶予）申請書【連帯保証人、民生委員欄】 香美町営住宅管理規則 建設課

83 2 （様式第１４号）町営住宅/敷金減免（徴収猶予）申請書【連帯保証人、民生委員欄】 香美町営住宅管理規則 建設課

84 1 （様式第２－２号）特定公共賃貸住宅/誓約書 香美町特定公共賃貸住宅管理規則 建設課

84 2 （様式第２－２号）特定公共賃貸住宅/誓約書【親族誓約】 香美町特定公共賃貸住宅管理規則 建設課

85 1 （様式第５号）特定公共賃貸住宅/連帯　保証人変更承認申請書 香美町特定公共賃貸住宅管理規則 建設課

85 2 （様式第５号）特定公共賃貸住宅/連帯　保証人変更承認申請書【新旧保証人欄】 香美町特定公共賃貸住宅管理規則 建設課

86 2 （様式第１０号）特定公共賃貸住宅/家賃減免（徴収猶予）申請書【連帯保証人、民生委員欄】 香美町特定公共賃貸住宅管理規則 建設課

87 （様式第２－２号）原材料支給/利害関係人同意書 香美町町道等の修繕に係る原材料支給事務取扱要綱 建設課

88 1 （様式第１号－５）簡易耐震診断/申込み及び実施に関する同意書 香美町簡易耐震診断推進事業実施要綱 建設課

88 2 （様式第１号－５）簡易耐震診断/申込み及び実施に関する同意書【長屋同居者欄】 香美町簡易耐震診断推進事業実施要綱 建設課

89 1 （様式第４号－５）簡易耐震診断/実施決定辞退の届出に関する同意書 香美町簡易耐震診断推進事業実施要綱 建設課

89 2 （様式第４号－５）簡易耐震診断/実施決定辞退の届出に関する同意書【長屋同居者欄】 香美町簡易耐震診断推進事業実施要綱 建設課

90 （様式第耐震５－１号）町住まいの耐震化/耐震改修工事実績公表同意書 香美町住まいの耐震化促進事業実施要綱 建設課

91 （様式第建防１号）町住まいの耐震化/住宅概要書【設計者、耐震基準適合証明者欄】 香美町住まいの耐震化促進事業実施要綱 建設課

92 （様式第２号）香美町町道等維持修繕事業同意書 香美町町道等維持修繕事業補助金交付要綱 建設課

93 （様式第３号）配水管布設工事負担金/配水管布設工事承諾書 香美町配水管布設工事負担金に関する基準
上下水道課
（水道）

94 （様式第２号）給水装置工事/利害関係人等の同意を証する書類【同意、承諾、委任、受任、確認、申込、選定欄】 香美町水道事業給水条例施行規程
上下水道課
（水道）

95 （様式第２号）下水道/下水道管布設承諾書【下水道管布設承諾書欄】 香美町私道への下水道管布設に関する取扱要綱
上下水道課
（下水道）

96 2 （様式第６号）下水道/公共下水道新規加入申請書【所有者承諾欄】 香美町下水道条例施行規程
上下水道課
（下水道）

97 （様式第２号）雨水貯留・浸透施設設置/誓約書 香美町雨水貯留・浸透施設設置補助金交付要綱
上下水道課
（下水道）

98 2 （様式第１８号その１、その２）預金口座振替依頼書（新規・変更）【銀行届出印欄】 香美町財務規則 会計課

98 3 （様式第１号）医師修学資金／貸与申請書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 公立香住病院

99 1 （様式第２号）医師修学資金／誓約書【本人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 公立香住病院

99 2 （様式第２号）医師修学資金／誓約書【法定代理人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 公立香住病院

99 3 （様式第２号）医師修学資金／誓約書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 公立香住病院

100 2 （様式第６号）医師修学資金／貸与辞退届【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 公立香住病院

101 2 （様式第１９号）医師修学資金／連帯保証人変更届【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 公立香住病院

102 3 （様式第２８号）医師修学一時資金／貸与申請書【連帯保証人氏名欄】 香美町医師修学資金等貸与規則 公立香住病院

103 1 （様式第２号）医療技術者修学資金／誓約書【申請者本人氏名欄】 香美町医療技術者修学資金貸与規則 公立香住病院

103 2 （様式第２号）医療技術者修学資金／誓約書【法定代理人氏名欄】 香美町医療技術者修学資金貸与規則 公立香住病院

103 3 （様式第２号）医療技術者修学資金／誓約書【保証人氏名欄】 香美町医療技術者修学資金貸与規則 公立香住病院

104 （様式第３号）医療技術者修学資金／保証書【保証人氏名欄】 香美町医療技術者修学資金貸与規則 公立香住病院

105 2 （様式第８号）医療技術者修学資金／貸与辞退届【連帯保証人氏名欄】 香美町医療技術者修学資金貸与規則 公立香住病院
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106 2 （様式第２５号）医療技術者修学資金／保証人変更届【新保証人氏名欄】 香美町医療技術者修学資金貸与規則 公立香住病院

107 1 病院事業／入院保証書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

107 2 病院事業／入院保証書【連帯保証人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

108 （様式第１号）病院事業／診療情報提供申出書に係る本人同意書 公立香住病院診療情報の提供に関する実施要領 公立香住病院

109 1 病院事業／在宅療養計画書（訪問診療等同意書）【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

109 2 病院事業／在宅療養計画書（訪問診療等同意書）【家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

110 1 病院事業／身体行動制限(拘束･抑制)に関する説明書・同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

110 2 病院事業／身体行動制限(拘束･抑制)に関する説明書・同意書【保護者または保証人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

111 1 病院事業／転倒・転落防止対策同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

111 2 病院事業／転倒・転落防止対策同意書【家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

112 1 病院事業／血漿分画製剤に関する説明と同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

112 2 病院事業／血漿分画製剤に関する説明と同意書【家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

113 1 病院事業／造影剤の使用説明および同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

113 2 病院事業／造影剤の使用説明および同意書【家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

114 1 病院事業／内視鏡検査（胃ｶﾒﾗ・大腸ｶﾒﾗ）説明書および同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

114 2 病院事業／内視鏡検査（胃ｶﾒﾗ・大腸ｶﾒﾗ）説明書および同意書【家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

115 1 病院事業／病状治療説明および同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

115 2 病院事業／病状治療説明および同意書【家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

116 1 病院事業／輸血同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

116 2 病院事業／輸血同意書【家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

117 1 病院事業／差額室利用申込（同意確認）書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

117 2 病院事業／差額室利用申込（同意確認）書【申込者氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

118 1 病院事業／抗インフルエンザウイルス剤予防投与の説明と承諾書【申込者氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

119 2 病院事業／抗インフルエンザウイルス剤予防投与の説明と承諾書【家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

120 介護老人保健施設／一時的身体拘束に関する同意書【本人・家族氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

121 1 介護老人保健施設／個人情報使用同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

122 2 介護老人保健施設／個人情報使用同意書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

123 3 介護老人保健施設／個人情報使用同意書【身元引受人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

124 4 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／訪問看護ｻｰﾋﾞｽ重要事項説明書【立会人氏名欄】 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第８条 公立香住病院

125 4 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／訪問看護ｻｰﾋﾞｽ事業契約書【立会人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

126 1 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／個人情報使用同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

127 2 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／個人情報使用同意書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

128 3 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／個人情報使用同意書【家族代表氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院
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129 1 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／複数名訪問看護同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

130 2 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／複数名訪問看護同意書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

131 3 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ／複数名訪問看護同意書【家族代表氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

132 1 居宅介護支援事業／居宅介護支援契約における個人情報使用同意書【本人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

133 2 居宅介護支援事業／居宅介護支援契約における個人情報使用同意書【代理人氏名欄】 ※根拠規定なし 公立香住病院

134 （様式第１号）保育の必要性の認定/給付認定（変更）申請書兼利用申請書【同意署名欄】 香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則 こども教育課

135 （様式第１４号）保育の必要性の認定/施設等利用給付認定（変更）申請・利用申請【同意署名欄】 香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則 こども教育課

136 （様式第１号）家庭的保育事業等/設置認可申請書【誓約書】 香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則 こども教育課

137 （様式第２号）居宅訪問型保育事業/設置認可申請書【誓約書】 香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則 こども教育課

138 （様式第２号）実費徴収補足給付/実費徴収額証明書 香美町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 こども教育課

139 （様式第３号）病児保育/利用申請利用申請書【同意署名欄】 香美町病児保育事業実施要綱 こども教育課

140 保育の必要性の認定/就労等証明書【就労者】 ※根拠規定なし こども教育課

141 保育の必要性の認定/就労等証明書【民生委員】 ※根拠規定なし こども教育課

142 保育の必要性の認定/就労証明書【事業所】 ※根拠規定なし こども教育課

143 幼稚園/預かり承諾書 ※根拠規定なし こども教育課

144 （様式第４号）文化財保護条例/指定同意書【占有者】 香美町文化財保護条例施行規則 生涯学習課

145 （様式第２号）香美町青少年海外研修派遣事業／保護者同意書 青少年海外研修派遣補助金交付要綱 生涯学習課

146 工事請負契約／誓約書【建設工事受注者用】 ※根拠規定なし 総務課

147 工事請負契約／誓約書【建設工事下請負者用】 ※根拠規定なし 総務課
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